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安城市立祥南小学校

少年よ大志を抱け！
１月８日（木）の書き初め会で、６年生は「少年大志」という字

を書きました。志を高くもって、自分の目標が達成できるように

努力をする意味が込められており、４月には中学校に進学する

６年生にとって、ふさわしい書き初めとなりました。

すべての祥南っ子が、胸を

張って進学・進級できるよう

に、それぞれにふさわしい支

援をしていきたいと思いま

す。

３学期始業式 児童代表の発表

書き初め４年（毛筆）

書き初め６年（毛筆）

書き初め２年（硬筆）

３学期にがんばりたいこと、卒業前にしたいこと

私がこの３学期にがんばりたいことは、残り少ない学校生活で「あは

は」をもっともっとできるようになることです。私は代表委員なので、

全校集会で歌う「あはは」を全力で歌っています。なぜかというと、私

は、３月に卒業してしまうので、この「あはは」の歌をしっかり覚えて

中学校に行ったら、南部小と東部小の子たちに教えてあげたいからです。

３学期には、もっともっとがんばるために、毎週金曜日の一円玉と古

切手を集めるときにも「あはは」の「あ」ができるようにしたいです。

私は、あと少しで卒業です。残り少ない期間で、祥南小学校のみんな

があいさつと返事とはきものをそろえることの３つができるようになり、

これからの祥南小学校の伝統として、伝えていってほしいと思います。

６年 舟本 茉央

３学期にがんばりたいこと

ぼくは、３学期にがんばりたいことが３つあります。

１つ目は、音楽集会です。「アンデスの祭り」をリ

コーダーで演奏します。ぼくは、音楽は好きですが、

リコーダーが苦手です。だからがんばって練習したい

と思います。お母さんにも音楽集会を見てもらいたい

です。

２つ目は、書き初め大会です。ぼくは、習字を習っ

ているので、上手に書いて金賞を取りたいです。今ま

で金賞を取ったことがないのでがんばりたいと思いま

す。

３つ目は、計算力テストと漢字力テストで、１回目

で100点を取って合格することです。これまで２回目

で合格したり、あと一問で100点だったりでした。１

回目で100点合格を目指します。３つとも、目標が達

成できるようにがんばります。 ３年 酒井 大翔

３学期にがんばりたいこと

ぼくは、３学期にがんばりたいことが２つあります。

１つ目は、漢字力テストと計算力テストです。２学期、

漢字力テストは２回とも合格することができましたが、

計算力テストは１回で合格することができませんでし

た。だから、計算力テストが１回で合格できるように

していきたいです。特に、計算ミスが多いので、見直

しを心がけていきたいと思います。

２つ目は、６年生に向けての心構えをつくることで

す。３学期が終わると、ぼくたちは６年生になります。

低学年や中学年の手本となれるように、今からしっか

りがんばっていきたいです。あいさつや整列など、基

本的なことをきちんとできるようにしていきたいです。

５年 高須 丈虎



ご協力ありがとうございました―２学期学校評価―

20 あなたは、子どものことについて、気軽に先生に相談できる。

19 先生は、いじめや問題行動に対して真剣に動いている。

18 先生は、子どものまちがった行動を適切に指導する。

17 先生は、子どものよさを見つけ、認めている。

16 子どもは、気軽に相談できる先生がいると言っている。

15 子どもは、学校に信頼できる友達がいると言っている。

14 子どもは、授業が分かりやすいと言っている。

13 子どもは、運動会・学芸会などの学校行事に積極的に参加している。

12 班で並んで登下校することができる。

11 はきものをそろえたり、いすを元に戻したりすることができる。

10 子どもは、あいさつや返事ができる。

9 子どもは、学校へ行くのを楽しみにしている。

8 学校は、規則や社会のルールを守る態度を育てている。

7 学校は交通安全や防災・防犯について、しっかり指導している。

6 学校内外の環境整備がされていてきれいである。

5 学校では、保護者や地域の人たちと接する機会が多く設けられている。

4 気軽に学校を訪問したり学校行事に参加したりできる。

3 学校の様子は、お便り・ホームページ等で分かりやすく伝えられている。

2 学級目標（級訓）は分かりやすい。

1 学校教育目標は分かりやすい。

保護者評価を第１回（学校だより№７：10 月１日発行）と比較してみると、全体的な傾向は変わりま

せんでしたが、９つの項目が向上しました。その中で、Ａの評価（よくあてはまる）が向上した項目は、

３「学校の様子は、お便り・ホームページ等でわかりやすく伝えられている。」、４「気軽に学校を訪問

したり学校行事に参加したりできる。」、１０「子どもは、あいさつや返事ができる。」、１５「子どもは、

学校に信頼できる友達がいると言っている。」、１６「子どもは、気軽に相談できる先生がいるといって

いる。」、１７「先生は、子どものよさを見つけ、認めている。」、１８「先生は、子どものまちがった行

動を適切に指導する。」でした。

一方で、１１の「はきものをそろえたり、いすを元に戻したりすることができる。」については、評

価が少し低くなりました。

保護者評価
評価の良かった項目（ＡＢの合計が９
０％以上）は、１・２・３・４・５・
６・９・13・15・17・18・20でした。
評価の低かった項目（Ｃ・Ｄが２０％以
上）は、11でした。
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15 じぶんがこまっているとき 先生にそうだんできる。

14 じぶんがこまってとき ともだちにそうだんできる。

13 ともだちがこまっているとき たすけてあげることができる。

12 こうつうじこや びょうきにならないように きをつけている。

11 やくそくやきまりを まもっている。

10 じゅぎょうで いけんを はっぴょうできる。

9 じゅぎょうは よくわかり楽しい。

8 そうじや きゅうしょくとうばんのしごとを しっかりやっている。

7 ふれあいしゅう会や音楽しゅう会は楽しい。

6 うんどう会やがくげい会は楽しい。

5 かかりやおてつだいができ、みんなの役にたっている。

4 通学班で、並んで登校できる。

3 はきものをそろえたり、いすを元に戻したりできる。

2 あいさつや返事ができる。

1 学校へ行くことが楽しい。

児童評価を第１回（学校だより№７：10 月１日発行）と比較してみると、全体的にはほぼ同じ傾向で
した。その中で評価が少し向上した項目は、５「かかりやおてつだいができ、みんなの役にたってい
る。」、８「そうじやきゅうしょくは とうばんのしごとをしっかりやっている。」でした。少し評価が下がった項目は、１、
２、３、４、１０、１１、１２でした。５と１０については、第１回と同様に◎と○の評価の合計は、８０％未満でした。

今回の評価を謙虚に受け止め、私たちは次のような目標をもって取り組むように計画を立て現在実践
中です。「あ・は・は」の定着については、ご家庭でのご協力をお願いします。

保護者のみなさん、アンケートにご協力いただき、本当にありがとうございました。

３ 学 期 の 改 善 目 標

・帰りの会で、がんばっている友達を認め合う場をもち、他者からの評価が得られるようにします。
・自分が役に立っていることが感じられるように、係や当番の仕事をしたときには「いつもあり

がとう。」などの声かけをします。
・ペア学習やグループ学習で、教え合う時間を設け、自信をもって発表できるようにします。
・ハンドサインや挙手カードの活用、机間指導で声をかけをし、発言意欲を高めます。
・下校時には、一人一人の子どもの目を見て、名前を呼びながら帰りのあいさつをします。
・「あいさつをする。」「先生や友達より先にあいさつをする。」など、具体的なめあてを定め、あ

いさつ習慣のレベルアップと定着を図ります。
・下駄箱のはきもものと教室のいすの整とんを習慣化できるように、忘れている子には声かけをし

ます。また、児童が互いに声をかけ合い整とんできるように指導します。

児童評価
評価の良かった項目（◎○の合計が９
０％以上）は、３・６・７・８・１１・
１２でした。
評価の低かった項目は（△が２０％以
上）は、５・１０でした。
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真剣な取り組み すばらしい作品 入賞おめでとう！！
書き初め大会 入賞者 図工作品展 入賞者

１－１ 谷崎翔一 鷹見楓歩 森下葵衣 １－１ 富田隆太郎 ﾋﾛﾐﾂﾌﾗﾋﾞｱ 藤井花凪

１－２ 浅井優良 石原夢奈 國部寧音 １－２ 後藤珀虎 中ノ瀬龍志 杉浦彩月

２－１ ｳﾙﾀﾄﾞﾋﾞﾆｼｳｽ 太田勇吾 五十川有紀 ２－１ 飯田 匠 西方 京 工藤綺南

２－２ 田原来晏 春日井まりん 中村未空 ２－２ 丸山瑛慎 佐藤心菜 杉浦菜月

３－１ 伊與田和佳 音部未怜 中村柚菜 ３－１ 菊地隼平 ｱｲ ｹｲﾄ 伊與田和佳

３－２ 大石煌士 谷口慶祐 長谷川優奈 ３－２ 大石煌士 大澤檎南花 大平香凜

４－１ 加藤小梅 杉浦佑奈 長谷部光咲 ４－１ 森本真央 長谷部光咲

４－２ 白星晶啓 山﨑陸叶 高木花恋 ４－２ 鶴田奈流海 山﨑陸叶

５－１ 神谷琉生 石原茉奈 大岡莉紗 平野華蓮 ５－１ 入谷陽斗 高木蒼士 羽田倭登 針北歩実

５－２ 杉浦直樹 太田有芽 神谷知果穂 森 琴澄 ５－２ 本間 集 青山 楓 藤井柚衣 山下 歩

６－１ 加藤 光 河野颯流 木下琉菜 ６－１ 庄山幸希 永嶋葉奈 堀田愛子

６－２ 羽田唯人 関谷望未 舟本茉央 ６－２ 池川吉広 今泉斗也 鈴木優賀

むつみ・みのり 杉浦康介 むつみ・みのり 宮沢健太

お出かけください！ かがくのひろば・あしあと展
◆かがくのひろば出品◆

◇実験観察研究の部◇
１年 杉浦 芽奈「だんごむししらべ」
１年 松川 翠結「クロメダカのかんさつ」
２年 佐々木莉里「ドライアイスとこおりのけんきゅう」

☆３年 佐藤 悠花「緑茶の葉で紅茶をつくろう！」
４年 内田友里菜「水溶液の性質の研究」

環☆４年 杉浦 佑奈「生ごみリサイクル」
☆５年 谷崎 愛夏「「ムラサキキャベツでさん性・アルカリ性が分かる！」ってどういう事？」

６年 関谷 望未「あらふしぎ紫いものシホンケーキが緑色に！？」
◇発明工夫の部◇

☆１年 小河原拓真「コツコツきつつきとゲコゲコがえる」
１年 富田麻佑斗「ぼとるれいしんぐカー」
１年 藤井 花凪「うごくさかな」

環１年 劉 家馨「さいふ」
２年 太田 勇吾「ようかいたいそうだいいち」
２年 池野 惺汰「びっくりマネーいんさつき」
２年 岩瀨 咲良「おどるモール人形」

環２年 成尾 美音「せっけん入れ」
環２年 ソガベ ラファエル「ＶＡＩＥＶＥＮ（バイベン）」

３年 西川 櫂叶「ビーダマコースター」
３年 前野 拓海「虫つりゲーム」
３年 針北 拓実「かったんこっとんリニアカー」
３年 中村 柚菜「ゆらゆらバイキング」

環☆３年 内田晃太郎「エコエコマグネット」
☆４年 森本 真央「ピエロの空中ブランコ」
環４年 水谷 翔 「ペットボトルじょう水き」

５年 石原 稜士「ガウス加速器」
５年 杉浦 直樹「はりがねゲーム」

環☆５年 劉 俊鴻「ほうき」
６年 加藤 光 「わたがし機」
６年 藤原 栄人「マグネットキャッチャー」

◆あしあと展出品◆
６年 濱口祐輔 宮沢健太 深津麻妃 ４年 杉浦康介 ２年 加藤悠気

☆の印は、優秀賞です。
環は、環境作品です。

期間：１月２３日（金）～２５日（日）
時間：午前9時30分～午後4時30分
場所：安城市文化センター


